
開催期日 会　　　　　　場

1月～5月
第27回香川県ｻｯｶｰ選手権大会　兼
天皇杯　JFA　第102回全日本ｻｯｶｰ選手権大会香川県代表決定戦

ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園

1月～9月 高円宮杯　U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022Kﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

香川県卓球協会長杯小学生大会(団体･個人) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第36回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(単) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

4/2(土)～5/1(日) 第41回香川県中学校軟式野球大会 軟式野球競技 県営第2野球場　他

4/2(土)･3(日)
4/9(土)･10(日)
5/3(火)～5(水)

全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第14回香川県ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第72回全日本実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会県予選　兼
令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ春季大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第40回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

令和4年度春季香川県ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第41回源平青少年なぎなた大会 なぎなた競技 高松:市総体

第42回森崎杯弓道大会 弓道競技 県武道館

4/3(日)･10(日) 第31回香川県実年春季ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
丸亀:土器川公園(4/3)
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(4/10)

4/3(日)･17(日) 第5回香川県社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権ﾁｬﾚﾝｼﾞ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 ﾂｲﾝﾊﾟﾙながお体

4/7(木) 香川県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権予選競技 ｺﾞﾙﾌ競技
琴平CC
志度CC

第51回県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ年齢別(一般･いそじ･ことぶき)優勝大会　 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

第27回JOT/第42回ｸﾗﾌﾞ選手権西地区大会　県予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ2022)県選考会･交流大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県高校柔道強化大会 柔道競技 県武道館

第25回香川県中学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体,香川第一中

第53回香川県中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

4/9(土)～29(金) 国体県予選会 軟式野球競技 県営第2野球場　他

第62回全日本実業団男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第43回全日本ｸﾗﾌﾞ男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第61回実業団対抗ﾃﾆｽ大会香川県予選(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ) ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第53回植田平太郎範士旗争奪剣道優勝大会･第1回村上範士杯剣道大会 剣道競技 高松:市総体

4/10(日)･5/1(日) 2022年度全日本選手権大会香川県代表決定戦 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 ﾂｲﾝﾊﾟﾙながお体　他

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第9回高等学校ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県高等学校春季強化卓球大会(団体) 卓球競技 坂出:市立体

屋島ｶｰﾆﾊﾞﾙ兼国体県予選会(第1次) 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

令和4年度香川県高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ強化大会　兼　第77回国体選手選考会
令和4年度香川県高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ強化大会　兼　第77回国体選手選考会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

4/16(土)～30(土) 第44回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球香川県交流大会 軟式野球競技 ﾚｸｻﾞﾑｽﾀｼﾞｱﾑ　他

第51回県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ年齢別(ｼﾆｱ)兼第52回四国ﾏﾏさんV大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ

令和4年度春季ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ混合ﾖｯﾄﾚｰｽ ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

第33回香川県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ春季大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 香川中央高

令和4年度香川県ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県卓球協会長杯卓球大会(個人)
全日本実業団卓球選手権大会県予選会
全日本クラブ卓球選手権大会県予選会
全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会県予選会(団体･個人)

卓球競技 高松:牟礼総体

大　　　　　　　会　　　　　　　名

4/2(土)

4/3(日)

4/9(土)

4/9(土)･10(日)

4/17(日)

4/16(土)

4/16(土)･17(日)

4/10(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第25回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　兼　第22回九州ｵｰﾙﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第19回東かがわ市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

国体県予選会(少年の部一次) 剣道競技 丸亀高

第42回津島杯争奪ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

第15回観音寺市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 観音寺:市総体

国体県予選会(第1次) ｸﾚｰ射撃競技 高松国際射撃場

第1回定例会　兼　四国選手権予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾞｳﾙ高松

4/21(木) 第33回香川県健康福祉祭ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 観音寺:市総合運動公園

4/23(土)
西讃高等学校弓道大会
東讃高等学校弓道大会

弓道競技
琴平高(西讃)
県武道館(東讃)

2022年度県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市西部運動ｾﾝﾀｰ　他

令和4年度天皇杯･皇后杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松工芸高,高松南高

4/23(土)･24(日)･29(金) 第54回香川県協会杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

4/23(土)･24(日)･30(土)
6/4(土)～6(月)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県自転車競技選手権大会　兼　国体県予選会(第1次) 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 高松競輪場

国体県予選会(少年第1次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第71回県下柔道大会 柔道競技 観音寺総合高

第53回坂出ﾛｰﾀﾘｰ柔道大会 柔道競技 坂出市民武道場

第68回全日本教員ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第38回若葉ｶｯﾌﾟ全国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第9回全国高等学校7人制ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:瀬戸大橋記念公園

国体ｺﾞﾙﾌ競技少年男子香川県代表選手1次選考会 ｺﾞﾙﾌ競技 坂出CC

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会
ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技
(知的のみ)

太洋ﾎﾞｳﾙ

4/26(火) 桑名杯ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

4/26(火)･27(水)
香川県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技　兼　四国ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権2次予選　兼
日本ｽﾎﾟ-ﾂﾏｽﾀ-ｽﾞ香川県予選競技(国体成年男子選考会)

ｺﾞﾙﾌ競技 満濃ﾋﾙｽﾞCC

第18回香川県ﾎｯｹｰ競技選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 綾川町ふれあい運動公園人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

県大学春季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川大

令和4年度香川県高等学校東･西讃ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(男子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第36回香川県SC対抗水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

令和4年度香川県高等学校女子強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
飯山高
志度高

香川県中学校卓球選手権大会(団体) 卓球競技 坂出:市立体

第42回OHK杯県下少年柔道選手権大会 柔道競技 高松:市総体

高松市春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

4/30(土)
5/1(日)･7(土)

高松宮賜杯第66回全日本軟式大会香川県大会(1部) 軟式野球競技 県営第2球場　他

第58回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会香川県大会 ｻｯｶｰ競技 県内各地

第29回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会香川県大会　兼
第30回増田杯社会人ｻｯｶｰ大会

ｻｯｶｰ競技 県内各地

4月～2月 2022香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022　2種ﾘｰｸﾞ香川 ｻｯｶｰ競技 県内各地

ｼﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

4/30(土)

4月～6月

4月～3月

4/23(土)･24(日)

4/17(日)

4/24(日)

4/29(金)

4/29(金)･30(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

令和4年度香川県高等学校東･西讃ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(女子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第40回県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

令和4年度香川県ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

5/1(日)～5(木) 第45回香川県ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体　他

5/3(火) 第52回香川県体操競技選手権大会 体操競技 多度津:町民体

香川陸協記録会兼国体県予選会(第2次) 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

第52回香川県新体操選手権大会 新体操競技(女子) 観音寺:市総体

第52回香川県新体操選手権大会 新体操競技(男子) 坂工高

第25回香川ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)　他

ｸｰﾊﾞｰ･ｶｯﾌﾟ2022　第5回香川県U-11ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　

令和4年度中学陸上教室 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

第39回全日本小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会県予選会(1日目) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

讃岐宮奉納少年柔道大会 柔道競技 善通寺:市武道館

国体県予選会(第1次)　兼　令和4年度香川県春季ﾗｲﾌﾙ射撃競技会(段級位) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高松:国分寺

5/6(金) 第11回香川県GGA会長杯 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 坂出:瀬戸大橋記念公園

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第39回全日本小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会県予選会(2日目) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

全日本卓球選手権大会(ﾎｰﾌﾟｽ以下)県予選会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

香川県高等学校春季強化卓球大会(個人) 卓球競技 三豊:市総体

2022年度全日本ｼﾞｭﾆｱ柔道体重別選手権大会　兼
国体選考会(成年男子･少年男子･女子)

柔道競技 県武道館

全国教職員剣道大会香川県予選会 剣道競技 丸亀高

第36回全日本小学生男子･女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

2022香川県U-8ﾐﾆｻｯｶｰ大会　5月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

5/7(土)･15(日) 第66回香川県ﾃﾆｽ選手権(ﾍﾞﾃﾗﾝ)兼日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第75回全日本9人制実業団男子選手権県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6･9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会　兼
第35回四国ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6･9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

第22回日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

国体県予選会(少年) なぎなた競技 まんのう:四条小

幸村杯香川県予選会(一般) なぎなた競技 まんのう:農改ｾﾝﾀｰ

第26回香川県中学生少林寺拳法大会 少林寺拳法競技 多度津:少林寺拳法連盟本部

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会
ｱｰﾁｪﾘｰ競技
(身体のみ)

かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会
ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ競技

(身体･知的)
かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

JFA　ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｻｯｶｰ競技 高松:りんくうｽﾎﾟｰﾂ公園

高松宮賜杯第66回全日本軟式大会香川県大会(2部) 軟式野球競技 県営第2球場　他

JFA　第9回全日本U-18ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 東かがわ:とらまる体

5/11(水) 第64回香川県GBｶｰﾆﾊﾞﾙ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 観音寺:萩の丘公園GB場

第53回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会　兼　第52回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

全日本社会人卓球選手権大会県予選会
全日本卓球選手権大会(ﾏｽﾀｰｽﾞ)県予選会

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

5/3(火)･4(水)

5/5(木)

5/3(火)～5(木)

5/7(土)･8(日)

5/8(日)

5/8(日)･15(日)

5/1(日)

5/14(土)

5/7(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

5/14(土) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022(軟式野球)香川県大会 軟式野球競技 善通寺:市営球場

第66回三市対抗柔道大会　坂出･丸亀･善通寺 柔道競技 丸亀高武道館

第6回香川県ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:百十四銀行体

第23回ﾀﾞｲﾊﾂ全国小学生ABCﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

第2回定例会兼全日ｼﾆｱ･西日本選手権大会予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 太洋ﾎﾞｳﾙ

水泳競技
(身体･知的)

かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

卓球競技
(身体･知的･精神)

かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

5/15(日)･22(日) 第19回全日本一般男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

5/18(水)･19(木)
香川県Mｼﾆｱ･Gｼﾆｱ選手権競技　兼
四国Mｼﾆｱ･Gｼﾆｱ選手権香川県予選競技

ｺﾞﾙﾌ競技 詫間CC

5/19(木) 第27回香川県ﾍﾟﾀﾝｸ選手権大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 坂出:番の州公園多目的広場

5/20(金) 第32回香川県健康福祉祭選抜大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 高松:東部運動公園

令和4年度中学校記録会 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

国体県予選会(成年女子･男子) 剣道競技 県武道館

国体県予選会(第2次) ｸﾚｰ射撃競技 高松国際射撃場

国体県選考会 ﾎﾞｰﾄ競技 府中湖漕艇場

5/21(土)～6/5(日) 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ香川県予選大会 軟式野球競技 ﾚｸｻﾞﾑｽﾀｼﾞｱﾑ　他

国体県予選会(成年第1次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ

空手道競技(形) 高松:市総体(M)

空手道競技(組手) 高松:市総体(M)

第34回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会　兼
第52回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ団体戦ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾘｰｸﾞ卓球大会(前期) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第56回香川県社会人学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(S)

第17回たけちゃんｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

第40回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

2022綾川ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰｶﾇｰﾂｰﾘﾝｸﾞ大会 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

香川県空手道盟春季空手道選手権大会 空手道競技 高松:市総体(M)

第22回全国少年少女空手道選手権大会香川県予選 空手道競技 高松:市総体(M)

2023日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ香川県予選 空手道競技 高松:市総体(M)

第30回全国中学生空手道選手権大会香川県予選 空手道競技 高松:市総体(M)

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会
陸上競技

(身体･知的)
屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

5/22(日)･29(日)
第68回全日本総合男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会　兼
第77回国体選手選考会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

5/24(火) ﾗﾋﾞｯﾄｶｯﾌﾟ:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全国小学生陸上1次予選会(1回目) 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

香川県春季少年相撲大会 相撲競技 県営相撲場

5/28(土)･29(日) 第66回香川県ﾃﾆｽ選手権(一般)兼全日本西日本大会県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

5/28(土)･29(日)
6/4(土)･5(日)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

5/28(土)･29(日)
6/4(土)～6(月)･11(土)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体　他

5/22(日)

5/15(日)

5/21(土)･22(日)

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会

5/28(土)

国体県予選会

5/21(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

5/28(土)～6/11(土) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ｻｯｶｰ競技 県内各地

第41回丸亀市ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

国体県予選会ｱｰﾁｪﾘｰ競技(1回目) CP･小中学生記録会(1回目) ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣選手選考会
ﾎﾞｯﾁｬ競技

(身体のみ)
宇多津北小

第23回香川県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会･理事長杯 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 観音寺:大野原会館ｱﾘｰﾅ

地域委託事業(U-8･9)ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾘｰｸﾞ(中西讃地区U-8) ｻｯｶｰ競技 瀬戸大橋記念公園

植田杯 剣道競技 高松:市総体

5/29(日)
6/4(土)･5(日)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会
県UJ(王座)選手権大会

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 高松工芸高

5/29(日)･6/5(日)
第31回全日本実年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　兼
第31回西日本実年･第37回四国石鎚旗争奪ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(5/29)
丸亀:土器川公園(6/5)

国体県予選会 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ競技 調整中

第2回香川県ﾌｨｰﾙﾄﾞ吹矢交流大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 県総合運動公園

ﾏﾙﾅｶ杯　さぬきなでしこｻｯｶｰﾘｰｸﾞ(一般の部) ｻｯｶｰ競技 県内各地

ﾏﾙﾅｶ杯　さぬきなでしこｻｯｶｰﾘｰｸﾞ(ﾚﾃﾞｨｰｽの部) ｻｯｶｰ競技 県内各地

第3回U-15女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

第56回香川県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

6/1(水) 第17回高松地区ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 県青年ｾﾝﾀｰ運動場

体操競技 調整中

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 多度津高

ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高瀬高

ｺﾞﾙﾌ競技 満濃ﾋﾙｽﾞCC

少林寺拳法競技 多度津:少林寺拳法連盟本部

香川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球団体ﾘｰｸﾞ大会(前期) 卓球競技 多度津:町民体

第33回香川県中学生相撲選手権大会 相撲競技 県営相撲場

競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 高松競輪場

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 高松:牟礼総体

柔道競技 県武道館

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

弓道競技 琴平高

ﾎﾞｰﾄ競技 府中湖漕艇場

剣道競技
(団体6/4･個人6/5)

丸亀:飯山総体

6/4(土)･6(月) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:鉢伏ふれあい公園　他

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体,香川中央高

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
高松:亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ
丸亀

卓球競技 丸亀:市民体

陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

5/29(日)

6/4(土)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会

5月

5月～12月

令和4年度香川県高等学校総合体育大会6/4(土)～6(月)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会6/4(土)･5(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

6/4(土)～6(月) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会 山岳競技 まんのう

6/4(土)～26(日) 天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会ENEOSﾄｰﾅﾒﾝﾄ香川県予選 軟式野球競技 県営第2球場　他

飛込競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

水球競技 高松南高ﾌﾟｰﾙ

ﾎｯｹｰ競技 香川:三菱ｹﾐｶﾙ香川人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

新体操競技(男子) 坂工高

新体操競技(女子) 観音寺:市総体

ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 高松北高

相撲競技 県営相撲場

ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松:東部運動公園

空手道競技 高松中央高

なぎなた競技 琴平高

第37回英公様追悼游泳祭 日本泳法 玉藻公園

第48回県少年少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ普及大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大内小

第36回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(複) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

幸村杯香川県予選会(一般･男子) なぎなた競技 琴平高

第36回四国ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会県予選会 新体操競技 観音寺:市総体

第35回全国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会県予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第22回全日本中学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

国体県予選会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(M)

第48回女性ﾎﾞｰﾗｰ香川県大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 すぱーく国分寺

ｻﾝﾎﾟｰﾄ高松ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ初心者講習会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 高松競輪場,大的場海岸

香川県中学生剣道強化大会 剣道競技 善通寺:市民体

第13回kagawacup(中学校) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体　他

第22回全日本中学生女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

国体県予選会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

6/11(土)～19(日) ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第29回香川県少年ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 成合ｻｯｶｰ場　

県ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

第58回香川県中学生学年別水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第44回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県中学校卓球選手権大会(個人) 卓球競技 高松:市総体

全国ﾎｰﾌﾟｽ卓球大会県予選会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第28回善通寺市子ども会校区親善相撲大会 相撲競技 善通寺:東部小学校相撲場

第27回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第39回つたじま杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:仁尾町体

国体県予選会(成年)　兼
JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ令和4年度全国中学生ｶﾇｰ大会県予選会　兼
令和4年度全国少年少女ｶﾇｰ大会県予選会

ｶﾇｰ競技(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 府中湖ｶﾇｰ競技場

国体県予選会ｱｰﾁｪﾘｰ競技(2回目) CP･小中学生記録会(2回目) ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第3回定例会　 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ﾏｯｸｽﾎﾞｳﾙ

令和4年度香川県高等学校総合体育大会

6/5(日)

6/11(土)

6/11(土)･12(日)

6/12(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

6/12(日)･18(土) 第42回全日本小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:飛翔体　他

6/12(日)･19(日)
第17回全日本ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　兼
第18回西日本･第20回四国ﾊｲｼﾆｱ大会県予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
丸亀:土器川公園(6/12)
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(6/19)

6/12(日)～19(日) 香川県ｶﾞｰﾙｽﾞｻﾏｰｶｯﾌﾟ2022 ｻｯｶｰ競技 成合ｻｯｶｰ場

6/14(火) ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾚﾃﾞｨｰｽ大会香川県予選:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

6/15(水) 第21回香川県普及指導員研修大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 観音寺:市総合運動公園

香川県女子ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技　兼
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ香川県女子予選競技(国体女子選考会)

ｺﾞﾙﾌ競技 屋島CC

香川県民ｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 屋島CC

香川県中学校夏季強化卓球大会 卓球競技 丸亀:市民体

WilsonABC級ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全日本剣道選手権大会県予選会(男女) 剣道競技 県武道館

国体ｺﾞﾙﾌ競技少年男子香川県代表選手2次選考会 ｺﾞﾙﾌ競技 坂出CC

国体県予選会(成年第2次･最終) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度中学校混成･中長距離記録会 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体,ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

第25回全国ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ優勝大会香川県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 城北小

第18回全国小学生学年別柔道大会予選 柔道競技 県武道館

第40回高松市ｵｰﾌﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

香川県郡市対抗ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

第57回親子･一般ｶﾇｰ教室 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

第33回香川県学生弓道選手権大会 弓道競技 高松:市総体

6/19(日)･25(土)･26(日) 第24回香川県軟式野球選手権大会 軟式野球競技 県営第2球場　他

第5回全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会香川県予選 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 ﾂｲﾝﾊﾟﾙながお体

第37回全日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　兼
第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ男子･第27回四国壮年大会香川県予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(6/19)
三豊:山本町河川敷(6/26)

6/21(火) ｸﾚｽﾄ60歳の部香川県大会･BC親睦会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全国小学生陸上1次予選会(2回目) 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

国体県予選会(少年) ｶﾇｰ競技(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 府中湖ｶﾇｰ競技場

国体県予選会(少年の部二次) 剣道競技 丸亀高

第11回高松市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会長杯小中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

国体県予選会(第3次) ｸﾚｰ射撃競技 高松国際射撃場

2022香川県U-7ﾐﾆｻｯｶｰ大会　6月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

6/25(土)･26(日)
7/2(土)

第44回香川県ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 観音寺:市総体　他

6/25(土)･7/2(土) 第39回香川県小学生男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
三豊:山本町河川敷(6/25)
丸亀:土器川公園(7/2)

6/25(土)･26(日)
7/30(土)･31(日)

香川県夏季U-9ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技
成合ｻｯｶｰ場
瀬戸大橋記念公園

第26回高松市オープン水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

2022年度全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ男女選手権大会県予選
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
大的場

県下社会人柔道大会･県下高段者大会 柔道競技 県武道館

2022年度少林寺拳法香川県大会 少林寺拳法競技 丸亀:市民体

第38回全日本GB選手権香川県大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 すぱーく国分寺

6/25(土)

6/26(日)

6/15(水)･16(木)

6/19(日)

6/19(日)･26(日)

6/18(土)･19(日)

6/25(土)･26(日)

6/18(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

香川県弓道連盟創立記念大会 弓道競技 三豊:市弓道場

卓球競技 高松工芸高

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松工芸高

陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松商高

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松高

剣道競技 高松高

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

大的場

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松桜井高

体操競技 調整中

6月 第25回ﾚﾃﾞｨｰｽｵﾘｰﾌﾞｶｯﾌﾟ ｻｯｶｰ競技 調整中

6月中旬 第12回香川県ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢ｵｰﾌﾟﾝ大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 善通寺:市民体

7/2(土) 第14回高松地区中学校総合体育大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

全日本中学校通信陸上競技香川大会 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

JFA　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第32回全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

2022　瀬戸大橋記念公園ｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会(U-10大会) ｻｯｶｰ競技 瀬戸大橋記念公園

7/2(土)･3(日)･9(土) 第14回高松地区中学校総合体育大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第36回ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ香川県予選会(一般男子)
第33回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子選手権大会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大的場

第48回県少年少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

国体県予選会(成年) なぎなた競技 琴平高

第27回香川県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会･会長杯 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 観音寺:市総体

7/3(日)･10(日)
第36回全日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　兼
第26回西日本･第21回四国ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

7/3(日)～8/27(土) 第44回西日本放送･四国新聞社杯争奪香川県少年軟式野球選手権大会 軟式野球競技 ﾚｸｻﾞﾑｽﾀｼﾞｱﾑ　他

7/5(火) 連盟結成大会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

7/7(木) 四国ｸﾗﾌﾞ対抗香川県予選競技 ｺﾞﾙﾌ競技 ｱﾙﾌｧ津田CC

第52回香川県少年水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

国体県予選会(少年) ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松南高,香川中央高,高松桜井高

香川県小学生陸上競技交流大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

国体県選考会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 多度津高

第31回香川県高等学校相撲選手権大会　兼　国体県予選会 相撲競技 県営相撲場

第61回香川県なぎなた選手権大会 なぎなた競技 県武道館

7/10(日)～31(日) 皇后杯　JFA　第44回全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会香川大会 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

7/13(水) 第3回香川県ﾍﾟｱ交歓大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 高松:東部運動公園

国体選手選考会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 高松:牟礼総体

県下高校生強化ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 高松:牟礼総体

令和4年度香川県高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ夏季公認記録会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

JFA　ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾃﾞｰ2022 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園　

7/16(土)･17(日) 令和4年度第61回香川県中学校総合体育大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

7/10(日)

7/16(土)

令和4年度香川県高等学校定時制･通信制課程総合体育大会

6/26(日)

7/3(日)

7/9(土)･10(日)

7/2(土)･3(日)

国体県予選会



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

7/16(土)～18(月) 2022RSK杯第30回県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰさぬき津田ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
津田の松原海水浴場

令和4年度香川県中学校総合体育大会 飛込競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第46回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民ﾃﾆｽｺｰﾄ

第58回親子･一般ｶﾇｰ教室 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

国体県予選会(第2次)　兼　令和4年度香川県夏季ﾗｲﾌﾙ射撃競技会(段級位) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高松:国分寺

国体県予選会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 高松競輪場

｢海の日｣協賛ﾖｯﾄﾚｰｽ ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

国体県予選会(少年第1次) 卓球競技 三豊:市総体

地域委託事業(U-8･9)ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾘｰｸﾞ(高松･東讃地区) ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園

7/21(木) 第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(西讃大会) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 坂出:瀬戸大橋記念公園

令和4年度香川県中学校総合体育大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

国体県予選会(少年第2次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

国体県予選会(少年) ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第36回香川県特別支援学校知的障害教育校水泳大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

国体県予選会(少年第2次) 卓球競技 高松:市総体(S)

令和4年度香川県中学校総合体育大会
剣道競技

(男子の部)
善通寺:市民体

7/22(金)～25(月) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ｻｯｶｰ競技 県内各地

7/22(金)･25(月)･26(火) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体　他

競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

飛込競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第21回全国社会人西ﾌﾞﾛｯｸ9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女優勝大会県予選会
第13回ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ8'ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

令和4年度香川県中学校総合体育大会
体操競技

新体操競技(男子)
高松北高

四国卓球選手権大会(ﾎｰﾌﾟｽ以下)県予選会 卓球競技 高松:市総体(S)

国体県予選会(成年) 卓球競技 高松:市総体(M)

第44回全日本中学校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会　兼
令和4年度香川県中学校総合体育大会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

令和4年度香川県中学校総合体育大会
剣道競技

(女子の部)
善通寺:市民体

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 三豊:市総体

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(M)

2022香川県U-8ﾐﾆｻｯｶｰ大会　7月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

第44回全日本中学校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会香川県予選会　兼
令和4年度香川県中学校総合体育大会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

香川県選手権兼国体県予選会(第3次) 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

日植杯RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会香川県予選 ﾃﾆｽ競技 高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ

7/23(土)～25(月) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会香川県最終予選会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

令和4年香川県実年夏季大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

令和4年度香川県中学校総合体育大会 卓球競技 高松:市総体

7/17(日)

7/24(日)

第32回香川県水泳競技選手権大会(遊佐･宮本杯)　兼　国体県予選会

7/23(土)･24(日)

令和4年度香川県中学校総合体育大会

7/21(木)･22(金)

7/18(月)

7/22(金)

7/23(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

令和4年度香川県中学校総合体育大会 新体操競技(女子) 観音寺:市総体

第42回香川県年齢別ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

国体県予選会ｱｰﾁｪﾘｰ競技(最終) CP･小中学生記録会(3回目) ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

7/24(日)･25(月) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 柔道競技 観音寺:市総体

U16陸上競技大会ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県中学校総合体育大会 相撲競技 県営相撲場

ﾌｧﾐﾘｰｴﾝｼﾞｮｲﾃﾆｽ体験教室 ﾃﾆｽ競技 高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ

7/27(水)～31(日)
8/2(火)･3(水)

香川県ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技
高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ
県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

四国ｺﾞﾙﾌ連盟ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ教室香川県大会 ｺﾞﾙﾌ競技 高松CC

第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(東讃大会) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 高松:東部運動公園

7/30(土) 香川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第30回香川県中学校夏季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

国体県予選会(第4次) ｸﾚｰ射撃競技 高松国際射撃場

四国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会県予選会(個人･団体)
全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ県予選会

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

香川県相撲連盟･香川県高等学校相撲振興会総会 相撲競技 県営相撲場

ｻﾝﾎﾟｰﾄ高松ｷｯｽﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ2022(仮称) ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技
亀水運動公園
県総合運動公園

JFA　第19回全日本女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 東かがわ:とらまる体

7月中旬 国体県予選会(前期) ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

7月下旬 国体県予選会(後期) ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

第19回香川県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 県内各地

第1回香川県ｼﾆｱﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技
Jﾌｯﾄ丸亀
ﾄｷﾜﾌｯﾄﾄﾞｰﾑ

第18回香川県女子ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 県内各地

8/5(金)･6(土) JFA　第28回全日本U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技
高松:東部運動公園
東かがわ:とらまる体

地域委託事業(U-6)ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(中西讃地区) ｻｯｶｰ競技 瀬戸大橋記念公園

地域委託事業(U-8･9)ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾘｰｸﾞ(中西讃地区U-9) ｻｯｶｰ競技 瀬戸大橋記念公園

8/6(土)･7(日) 第41回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会高校新人の部香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第25回ｻﾝﾗｲｽﾞｶﾇｰ教室 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

8/9(火) 中牟田杯全国選抜ｼﾞｭﾆｱ香川県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

8/11(木) 第41回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会中学新人の部香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:市総体

8/14(日) 第9回ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｶﾇｰ大会 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

8/16(火) 令和4年度香川県高等学校夏季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

8/17(水)～19(金) 西日本高校ｵｰﾌﾟﾝ新人卓球研修会 卓球競技 高松:市総体

8/17(水)･18(木)
8/19(金)･21(日)

第42回香川県高等学校新人強化ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技
丸亀:市民体(MS)
三豊:市総体

8/18(木)･19(金) 高校夏季大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

8/19(金) 香川県ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCC

7/24(日)

令和4年度香川県中学校総合体育大会

7/27(水)

7/29(金)

7/31(日)

7月～1月

8/6(土)

7/30(土)･31(日)

8/7(日)

7/25(月)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

8/20(土) 香川県卓球協会長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会(団体,混合Ｄ) 卓球競技 高松:市総体(M)

国体県予選会(最終) 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

小学生西日本大会県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

ﾌｧﾐﾘｰ＆小学生ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

東讃柔道大会 柔道競技 大川中

第42回高松市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾘｰｸﾞ戦(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(Ｍ)

第30回善通寺市協会杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 善通寺:市民体(MS)

JFA　ﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川inJﾌｯﾄ丸亀　8月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

JFA　第13回全日本U-15女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 東かがわ:とらまる体

第35回県弓道遠的選手権大会/全日本弓道遠的大会予選会 弓道競技 三豊:市弓道場

8/24(水) 四国卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄ)県予選会 卓球競技 丸亀:市民体

香川県高等学校夏季強化卓球大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

香川県ｼﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権競技　兼
四国ｼﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権香川県予選競技

ｺﾞﾙﾌ競技 高松CC

第57回高校弓道大会 弓道競技 琴平高

JOCｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権香川県予選 ﾃﾆｽ競技 高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ

令和4年度府中湖ﾚｶﾞｯﾀ ﾎﾞｰﾄ競技 府中湖漕艇場

第15回ちゅうぎんｶｯﾌﾟ香川少年ﾌｯﾄｻﾙ大会　U-11大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

高松市長杯第60回ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｾｰﾙ･ｵｰﾌﾟﾝﾖｯﾄﾚｰｽ ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ夏季大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第12回香川県ｱｰﾁｪﾘｰ協会会長杯･令和4年度夏季香川県ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第4回定例会　兼　都道府県･西日本ｼﾆｱ予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ﾏｯｸｽﾎﾞｳﾙ

8/28(日)～9/10(土) 第26回西日本軟式野球選手権大会 軟式野球競技 県営第2野球場　他

8月～9月
2月～3月

第3回香川県U-11ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

8月～1月 2022　U-13　Kﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 県内各地

9/1(木) 第33回香川県ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ﾍﾟﾀﾝｸ大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 坂出:番の州公園多目的広場

第14回高松地区中学校新人体育大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第12回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

高松市協会長杯中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

2022年度夏季香川ﾄﾞﾘ-ﾑｶｯﾌﾟ(ﾐﾆﾊﾞｽ地区交流大会) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体

第44回津島杯ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第33回県民ｽﾎﾟﾚｸ祭 ﾎｯｹｰ競技 綾川町ふれあい運動公園人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第50回小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ香川大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄ)県予選会 卓球競技 高松:市総体(M)

第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝ祭(壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技)
第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝ祭(女子ｽﾛｰﾋﾟｯﾁ競技)

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第62回香川県社会人選抜ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第36回香川県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

香川県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 太洋ﾎﾞｳﾙ

8/21(日)

8/24(水)･25(木)

8/27(土)

8/28(日)

9/3(土)

9/3(土)･4(日)

8/27(土)･28(日)

9/4(日)

8/20(土)･21(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

48国体優勝記念大会･国体壮行射会 弓道競技 三豊:市弓道場

JFA　ｷｯｽﾞ(U-9)ｸﾞﾗｽﾙｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川inｽﾎﾟﾚｸ祭 ｻｯｶｰ競技 瀬戸大橋記念公園

9/8(木) 第40回香川県厚生年金受給者GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 すぱーく国分寺

9/9(金) 第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(高松大会) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 さぬき空港公園

競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

飛込競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

高松市協会長杯 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

令和4年度県秋季高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:鉢伏ふれあい公園

観音寺ｷｯｽﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 観音寺

第23回香川県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会
障害者ｽﾎﾟｰﾂ体験会

陸上･ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ･卓球競技
(身体･知的)

Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ
丸亀:市民体

第19回中讃地区ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 丸亀:郡家運動公園多目的広場

9/10(土)･11(日) 第19回四国ｼﾆｱ軟式野球大会 軟式野球競技 県営第2野球場

香川県卓球協会長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会兼県民ｽﾎﾟﾚｸ祭(S･D) 卓球競技 高松:市総体(M)

東京卓球選手権大会県予選会(ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ) 卓球競技 三豊:市総体

丸亀市民体育祭
第66回亀城杯争奪柔道試合

柔道競技 丸亀高武道館

中讃柔道選手権大会 柔道競技 宇多津ﾃﾞｭｱﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

令和4年度第61回丸亀市民体育祭 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

9/11(日)･18(日) 第12回西日本一般男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

9/11(日)･18(日)･25(日)
10/16(日)

第5回香川県社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 ﾂｲﾝﾊﾟﾙながお体

9/13(火) ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾘｸｿﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県ｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌ選手権予選競技 ｺﾞﾙﾌ競技 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙｽﾞCC

県民ｽﾎﾟﾚｸ祭GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

第92回全日本9人制総合男子選手権大会県予選
第91回全日本9人制総合女子選手権大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

第8回植田杯香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体

全日本卓球選手権大会(ｼﾞｭﾆｱ)県予選会 卓球競技 高松:市総体

令和4年度香川県ｽﾎﾟﾚｸ親子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

9/17(土)･18(日) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

9/17(土)･23(金) 第21回香川県還暦軟式野球大会 軟式野球競技 県営第2野球場

第34回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

第24回東条杯ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

第31回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会県予選 ｻｯｶｰ競技 高松:りんくうｽﾎﾟｰﾂ公園

JFA　第26回全日本U-18女子ｻｯｶｰ選手権大会　香川大会 ｻｯｶｰ競技 高松:りんくうｽﾎﾟｰﾂ公園

令和4年度香川県高等学校新人体育大会(予備日) 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第34回四国ﾏｽﾀｰｽﾞ王座決定戦香川県予選大会 軟式野球競技 県営第2球場

第42回香川県少年少女空手道選手権大会 空手道競技 丸亀:市民体

第53回香川県空手道盟空道選手権大会 空手道競技 丸亀:市民体

第50回全日本空手道選手権大会香川県予選 空手道競技(組手) 丸亀:市民体

第46回ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ県予選大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

9/11(日)

9/14(水)

9/19(月)

令和4年度香川県中学校新人体育大会

9/17(土)

9/18(日)

9/18(日)･19(月)･23(金)

9/4(日)

9/10(土)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

9/19(月)･23(金) 第15回ちゅうぎんｶｯﾌﾟ香川少年ﾌｯﾄｻﾙ大会　U-9大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

飛込競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

水球競技 高松南高ﾌﾟｰﾙ

ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

第9回3x3　U18日本選手権香川県予選会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 仏生山体

｢ﾃﾆｽの日｣香川県ｸﾞﾙｰﾌﾟ対抗ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第26回後藤杯県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川中央高　他

第67回香川県高教組ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾎﾞｰﾄ競技 府中湖漕艇場

日本選手権県予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

うどん県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

JFA　ｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

9/24(土)･25(日) 2022香川県U-7ﾐﾆｻｯｶｰ大会　9月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

9/24(土)･25(日)
10/1(土)･2(日)

第13回香川ﾙｰｷ-ｽﾞｶｯﾌﾟ交歓大会(ﾐﾆﾊﾞｽ) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第11回さぬきｶｯﾌﾟ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県卓球協会長杯中学校卓球大会(団体) 卓球競技 高松:市総体

県柔道連盟昇段審査 柔道競技 県武道館

令和4年度香川県高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ秋季公認記録会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第28回香川県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ親善交流大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 観音寺:市総体

9/27(火)･28(水) 全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

9/28(水) 第65回香川県GBｶｰﾆﾊﾞﾙ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

9/29(木) 第18回県老連ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ･ﾍﾟﾀﾝｸ大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 坂出:番の州公園多目的広場

令和4年度秋季ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ混合ﾖｯﾄﾚｰｽ　兼　香川県ﾖｯﾄ選手権 ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

香川県綱引大会 綱引競技 綾川町総合運動公園体

9月～11月 第12回中谷杯 ｻｯｶｰ競技 県内各地

香川県大学秋季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川大学

第59回香川県中学校新人体育大会
第16回香川県中学校1年生強化競技会

相撲競技 県営相撲場

丸亀ｶｰﾆﾊﾞﾙ 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第77回国民体育大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 栃木:那須塩原

第13回香川県ねんりん軟式野球秋季大会 軟式野球競技 県営第2野球場

第43回香川県中学生新人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 宇多津中　他

読売旗争奪柔道大会 柔道競技 県武道館

第43回丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

第25回水のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝｶﾇｰ大会 ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

皇后杯選手権大会県予選会 なぎなた競技 丸亀武道館

10/2(日)･8(土) YONEXABC級ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

10/8(土) 香川県小学生秋季大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

9/25(日)

9/23(金)･24(土)

9月

10/1(土)

9/24(土)

10/1(土)･2(日)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

9/23(金)

10/1(土)･8(土)

10/2(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

香川県卓球選手権大会(年齢別) 卓球競技 丸亀:市民体

香川県秋季少年相撲大会 相撲競技 県営相撲場

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高瀬高

第11回香川県ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 高松:香川総体

地域委託事業(U-6)ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(高松･東讃地区) ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

第28回香川県招待ｽﾌﾟﾘﾝﾄ水泳競技選手権大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

高松市中学校新人大会ｼｰﾄﾞ決定戦 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川一中

第29回香川県小学生秋季男子･女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

10/8(土)･10(月) 全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ選手権香川県予選会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 三豊:市総体

2022ﾅｲﾀｰﾄﾗｲｱﾙin屋島 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

第17回香川県ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

第19回東かがわ市ﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

第5回定例会兼全日本新人戦･中四国社会人予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 太洋ﾎﾞｳﾙ

10/9(日)･16(日) 第44回香川県一般王座決定ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
丸亀:土器川公園(10/9)
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(10/16)

第34回県健康福祉祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体

全日本卓球選手権大会(一般)県予選会 卓球競技 高松:市総体

JFA　ｷｯｽﾞ(U-8)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川in東部 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　

10/11(火) ﾖﾈｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2022:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県中学校新人体育大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第36回香川県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

西讃高等学校弓道大会
東讃高等学校弓道大会

弓道競技
琴平高
高松:市総体

第43回香川県実業団9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第7回ﾂﾑﾗ杯ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ選手権大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 ｳﾞｨｽﾎﾟことひら

第38回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ会長杯争奪ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度高松市ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

県下段位別銃剣道選手権大会(善通寺市民体育祭) 銃剣道競技 尽誠学園高武道館

第54回香川県勤労者弓道大会 弓道競技 高松:東部運動公園

10/18(火) 第1回香川県ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟杯GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

10/20(木) 第17回県老人会連合大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 高松:東部運動公園

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

香川県卓球選手権大会(一般単･複･混合) 卓球競技 丸亀:市民体(M)

髙松東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯第52回香川県少年柔道大会 柔道競技 県武道館

第28回四国中学校新人男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会　兼　中学校新人大会
第28回四国中学校新人女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会　兼　中学校新人大会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

2022香川県U-8ﾐﾆｻｯｶｰ大会　10月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

10/22(土)･23(日)
10/29(土)･30(日)
11/3(木)

第51回全国高等学校選手権大会予選会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 三豊:市総体　他

10/22(土)･23(日)･29(土)
11/3(木)･5(土)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県高等学校選抜大会 ﾎｯｹｰ競技 三菱ｹﾐｶﾙ香川人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第5回近県交流ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体

10/8(土)･9(日)

10/8(土)

10/16(日)

10/23(日)

10/9(日)

10/15(土)

10/22(土)

10/10(月)

10/22(土)･23(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第6回かがわ体操祭2022 一般体操 高松:市総体

香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ団体戦ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾘｰｸﾞ卓球大会(後期) 卓球競技 三豊:市総体

令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ秋季大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

令和4年度秋季香川県ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松東高池戸G

第26回西讃地区ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 観音寺:市総合運動公園

10/23(日)～11/6(日) 第15回百十四銀行旗香川県学童軟式野球新人大会 軟式野球競技 綾川球場　他

10/26(水) A-StepS秋の陣:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

10/26(水)･27(木) 香川県ｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌ選手権 ｺﾞﾙﾌ競技 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCC

10/26(水)
※雨天10/27(木)

2022年度全国健康福祉祭選抜GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

令和4年度第1回中学中長距離記録会 陸上競技 綾川:総合運動公園陸上競技場

卓球競技
高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体
丸亀:市民体(M)

少林寺拳法競技 多度津:少林寺拳法連盟本部

令和4年度香川陸上競技ｶｰﾆﾊﾞﾙ大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 東かがわ:とらまる体

第41回全国高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会香川県予選会　兼　新人大会
第41回全国高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会香川県予選会　兼　新人大会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

10/29(土)･30(日)
11/3(木)･5(土)

第62回香川県高等学校新人選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)　他

10/29(土)～11/20(日) JFA　第46回全日本U-12ｻｯｶｰ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 県内各地

第33回香川県ｼﾞｭﾆｱ体操競技大会 体操競技 多度津:町民体

令和4年度ｸﾗﾌﾞ対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

少林寺拳法中讃ﾌﾞﾛｯｸ大会 少林寺拳法競技 丸亀:飯山総体

少林寺拳法西讃ﾌﾞﾛｯｸ大会 少林寺拳法競技 観音寺小

令和4年度県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 観音寺:大野原会館ｱﾘｰﾅ

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(個人) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

相撲競技 県営相撲場

なぎなた競技 農経高

10/30(日)･11/6(日) JFA　第28回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 すぽｯｼｭ豊浜

10月～11月 第101回全国高校ｻｯｶｰ選手権大会　香川県大会 ｻｯｶｰ競技 県内各地

10月中旬 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 高松競輪場

第52回香川県小学生選抜陸上競技大会(6年生) 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 高松:ﾖｯﾄ競技場

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

剣道競技
(団体)

高松一高

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(団体) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

新体操競技(女子) 観音寺:市総体

第9回うどん県香川綱引大会 綱引競技 高松:丸亀町壱番街前ﾄﾞｰﾑ下

第30回高校弓道選手権大会　兼　全国高等学校弓道選抜大会県予選会 弓道競技 琴平高

11/3(木)･12(土)･13(日) 第14回高松地区中学校新人体育大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

11/3(木)～13(日) 第9回香川県女子(U-12)ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

10/29(土)

10/23(日)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

令和4年度香川県中学校新人体育大会

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

10/29(土)･30(日)

11/3(木)

10/30(日)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

11/3(木)･27(日) 第41回OHK杯香川県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体,飯山総体　他

体操競技 調整中

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

体操競技 調整中

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(個人) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

剣道競技 善通寺:市民体

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:高松工芸高,高松南高

柔道競技 県武道館

山岳競技 善通寺

第52回香川県小学生選抜陸上競技大会(5年生) 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第73回全国高等学校男子駅伝競走大会県予選会
第34回全国高等学校女子駅伝競走大会県予選会

陸上競技 坂出:番の州

第6回ｶﾇｰﾌｪｽ ｶﾇｰ競技 府中湖ｶﾇｰ競技場

令和4年度香川県高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 観音寺一高つくも山G

第38回全国選抜GB香川県大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 国分寺:すぱーく国分寺

空手道競技 高松中央高

ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 香川中央高

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 香川中央高

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(団体) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

11/6(日)･13(日) 第102回全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会香川県予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 県営ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

11/8(火) YTCｵｰﾀﾑﾚﾃﾞｨｰｽ:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

11/10(木) 香川県ﾚﾃﾞｲｰｽ･ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ対抗ｺﾞﾙﾌ競技 ｺﾞﾙﾌ競技 ｴﾘｴｰﾙGC

第73回香川県中学校駅伝競走大会　兼　全国中学駅伝予選会 陸上競技 県総合運動公園

さぬきっ子ｶｰﾆﾊﾞﾙ大会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第40回香川県中学1年生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

2022年度香川県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体　他

第16回全日本春季小学生男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第19回香川県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾃﾆｽ競技 高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ

11/12(土)･13(日)･23(水) 第75回全日本高校選手権大会香川県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
県内高校

新体操競技(女子) 観音寺:市総体

新体操競技(男子) 坂工高

ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高松西高

第8回3x3　日本選手権香川県予選会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 仏生山体

第11回香川県社会人ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

第11回ﾙｰｾﾝﾄｶｯﾌﾟ全国小学生大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県秋季ﾗｲﾌﾙ射撃競技会(段級位) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高松:国分寺

第13回香川県東讃地区少年少女空手道選手権大会 空手道競技 高松:牟礼総体

文部科学大臣旗第17回全国中学生空手道選抜大会香川県予選会 空手道競技 高松:牟礼総体

11/13(日)

11/5(土)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

11/12(土)

11/12(土)･13(日)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

令和4年度香川県高等学校新人体育大会

11/5(土)･6(日) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会

11/6(日)

令和4年度香川県中学校新人体育大会



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

少林寺拳法東讃ﾌﾞﾛｯｸ大会 少林寺拳法競技 東かがわ:白鳥中央公園体

第33回県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭合気道大会 合気道競技 県武道館

ﾖﾈｯｸｽTOUR PLATINUMﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

11/13(日)･20(日) JFA　第34回全日本O-30女子ｻｯｶｰ選手権大会香川県予選 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園　他

11/13(日)･27(日) 第21回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ県交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

11/15(火) 第2回香川県ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟杯GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

11/17(木) 香川県ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 ｱﾙﾌｧ津田CC

東京卓球選手権大会県予選会(ｶﾃﾞｯﾄ) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

東京卓球選手権大会県予選会(ｼﾞｭﾆｱ) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

U10陸上ｸﾘﾆｯｸ 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

令和4年度香川県高等学校新人体育大会
県UJ(全日本)選手権大会

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 高松工芸高

令和4年度香川県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:りんくうｽﾎﾟｰﾂ公園

11/19(土)～23(水) 第40回香川県早朝軟式野球大会 軟式野球競技 坂出番の州球場　他

第11回香川県SC選手権水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第11回香川県ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第6回定例会兼ｸﾗﾌﾞ対抗予選　　 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾞｳﾙ

全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会県予選会 剣道競技 県武道館

11/20(日)･27(日) 2022年度全国健康福祉祭選抜大会出場選手選考会(ねんりんﾋﾟｯｸ) ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技
丸亀:土器川公園(11/20)
坂出:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(11/27)

11/20(日)
12/4(日)･11(日)
1/15(日)･29(日)

第45回香川県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ　他

第26回ﾆﾁﾚｸ･ｲﾜｻｷ杯GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 さぬき空港公園ｲﾍﾞﾝﾄ広場

ﾏﾙﾅｶ杯:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第34回小学生ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ香川県大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
東かがわ:とらまる体

第12回香川県新体操小学生大会 新体操競技 観音寺:市総体

第17回実業団主催混合団体ﾘｰｸﾞ戦 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第72回高松市長杯争奪戦高松市民ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

JFA　ｷｯｽﾞ(U-7)ｸﾞﾗｽﾙｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川in生島 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園

高松市近県剣道大会 剣道競技 高松:市総体

令和4年度第2回中学中長距離記録会 陸上競技 綾川:総合運動公園

四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

第24回香川県中学校冬季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

大阪国際招待卓球選手権大会県予選会(ｶﾃﾞｯﾄ以下) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

11/26(土)･27(日) 2022香川県U-7ﾐﾆｻｯｶｰ大会　11月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

第35回香川県ﾏｽﾀｰｽﾞ大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第18回銭形杯観音寺ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 観音寺:市総体

第70回県弓道選手権大会 弓道競技 三豊:市弓道場

県小学生秋季ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

11/29(火) 香川県ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ&女子ｼﾆｱ親善競技 ｺﾞﾙﾌ競技 坂出CC

11月 第2回希善龍杯少年相撲大会 相撲競技 与北小

11/13(日)

11/19(土)

11/19(土)･20(日)

11/26(土)

11/27(日)

11/20(日)

11/23(水)

11/22(火)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

さぬき市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:とらまる体

第78回国体県予選会 ｽｹｰﾄ競技(F) ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

11月中旬 第14回香川県西讃地区少年少女空手道選手権大会 空手道競技 調整中

第26回香川県小学生ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

第6回中学生ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

東アジアﾎｰﾌﾟｽ卓球大会国内選考会県予選会 卓球競技 高松:市総体(S)

令和4年度香川県中学校新人体育大会 柔道競技(個人) 県武道館

香川県中学校1年生大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県下剣道段別･県下中学生剣道選手権大会
県下少年高学年剣道選手権大会

剣道競技 高松:市総体

第37回OHK香川県小学生水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

香川公式大会ｸﾚｰ射撃競技(第5次) ｸﾚｰ射撃競技 高松国際射撃場

12/3(土)･4(日)･10(土) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

12/3(土)～17(土) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ｻｯｶｰ競技
高松:東部運動公園
県総合運動公園

第18回綾川体協ﾎｯｹｰ交流大会 ﾎｯｹｰ競技 綾川町ふれあい運動公園人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第8回ﾂﾑﾗ杯ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ交流大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 ｳﾞｨｽﾎﾟことひら

第26回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第7回定例会兼年齢別予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 太洋ﾎﾞｳﾙ

令和4年度香川県中学校新人体育大会 柔道競技(個人) 県武道館

全国選抜中学生ﾃﾆｽ大会県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第59回香川県中学校新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼体　他

第47回香川県ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体　他

第33回香川県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 多度津高

香川県小学生ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

第10回中讃地区少年柔道大会 柔道競技 宇多津:ﾃﾞｭｱﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第37回日本武道協議会受賞記念大会
第33回OHK杯なぎなた大会

なぎなた競技 琴平小

JFA　ﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川inJﾌｯﾄ丸亀　12月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

令和4年度香川県高等学校新人体育大会
剣道競技

(個人)
高松南高

香川県高等学校1年生ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県卓球選手権大会((団体) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

全日本中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会代表選手選考会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(S)

第45回会長杯弓道大会 弓道競技 琴平高

第34回香川県中学校ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

第14回瀬戸内ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｻｯｶｰ競技 県内各地

第31回さわやか杯ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

第50回香川県社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ入れ替え戦 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 ﾂｲﾝﾊﾟﾙながお体

全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜卓球大会県予選会 卓球競技 高松:市総体(S)

第17回三豊市長杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:三豊総体

12/10(土)･11(日)･17(土)

12/10(土)

12/17(土)

12/18(日)

12/17(土)･18(日)

12/3(土)･4(日)

12/4(日)

11月

12/3(土)

12/11(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

12/24(土) 香川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球団体ﾘｰｸﾞ大会(後期) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

12/24(土)･25(日) 第21回香川県高等学校冬季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市民体

12/24(土)～26(月) 香川県中学生冬季ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第15回L&Gｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:とらまる体

令和4年度香川県ｲﾝﾄﾞｱｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 調整中

12/27(火) 全国高校選抜卓球大会県予選会(個人) 卓球競技 丸亀:市民体

12月中旬 第16回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会香川県予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松:りんくう公園

1/5(木)･6(金) 近県中学ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

国体県予選会 ｽｷｰ競技(ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ) 鳥取:だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 弓道競技 琴平高

第44回全国高等学校柔道選手権大会香川県大会 柔道競技 県武道館

全国高等学校･中学校ｽｷｰ大会県予選会 ｽｷｰ競技 鳥取:だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

MUFGｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ香川県予選大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第46回全国高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選抜大会県予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体,香川中央高

県冬季ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

1/8(日)･9(月) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第52回香川駅伝競走大会 陸上競技 県総合運動公園

第39回香川県高等学校選抜ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

第33回源平杯ｲﾝﾄﾞｱｱｰﾁｪﾘｰ大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ

新年･昇格祝賀射会 弓道競技 県武道館

KFAｷｯｽﾞU-7ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2022 ｻｯｶｰ競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

1/9(月)･14(土)･15(日)
1/21(土)

令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼体　他

1/12(木)･13(金) 2023年新春ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 鳥取:はわい温泉

1/14(土) 香川県卓球協会長杯中学校卓球大会(個人) 卓球競技 高松:市総体

1/14(土)･21(土) 全国小学生ﾃﾆｽ大会香川県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

1/14(土)～2/4(土) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

香川県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 東かがわ:とらまる体

柔心館鏡開き式･少年柔道大会 柔道競技 接骨師会館

第8回高松市協会長杯ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

第64回都道府県対抗なぎなた大会予選会 なぎなた競技 丸亀武道館

県連会長杯兼全日本･中四国ｼﾆｱ予選 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ﾏｯｸｽﾎﾞｳﾙ

第32回全国高等学校剣道選抜大会県予選会 剣道競技 高松桜井高

1/18(水) 第32回香川県GG交歓大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 高松:東部運動公園

1/21(土) 第39回香川県中学校1年生ハンドボール強化大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 香川:紫雲中

第23回香川県ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会(中学生)複 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

2022香川県U-8ﾐﾆｻｯｶｰ大会　1月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

1/21(土)
3/21(火)･27(月)

第33回香川県中学生ﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技
県営ﾃﾆｽｺｰﾄ
亀水ｺｰﾄ

1/22(日) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾎｯｹｰ競技 三菱ｹﾐｶﾙ香川人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

1/7(土)～9(月)

12/25(日)

1/7(土)

1/7(土)･8(日)

1/15(日)

1/21(土)･22(日)

1/9(月)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

1/22(日) 令和4年度香川県冬季ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高松:国分寺

1/24(火) 初打ち会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度香川県高等学校新人駅伝 陸上競技 県総合運動公園

香川県中学校一年生剣道強化大会 剣道競技 高松:牟礼総体

令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体

令和4年度香川県総合ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ　県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

1/28(土)～2/12(日) 第11回香川県新春U-9ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

第40回香川県ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

香川県小学生卓球選手権大会 卓球競技 三豊:市総体

2/4(土) 第37回香川県高等学校新ﾁｰﾑ強化ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体　他

2/4(土)･5(日) 第13回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ(U-12の部) ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園

第22回ﾚﾃﾞｨｰｽ&ﾒﾝｽﾞｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会ﾚﾃﾞｨｰｽ全国大会予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体

第43回香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

県柔道連盟昇段審査 柔道競技 県武道館

2/5(日)･11(土) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
県内高校

2/7(火) ｼﾝｸﾞﾙｽ大会:女子連 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第7回岡山県対香川県対校中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 坂出:市体

第39回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

第62回県下体重別柔道選手権大会 柔道競技 県武道館

詫間茂杯香川室内跳躍競技会 陸上競技 観音寺:市総体

第47回香川県短水路選手権水泳競技大会 競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第47回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第13回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ(U-11の部) ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　他

第37回香川県小学生学年別ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 善通寺:市民体(MS)

2022年度香川県武術太極拳選手権大会兼国体県予選会 武術太極拳競技 高松:市総体

ﾍｯﾄﾞｵﾌﾞ府中湖2023 ﾎﾞｰﾄ競技 府中湖漕艇場

2/18(土) 四国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体

2022香川県U-7ﾐﾆｻｯｶｰ大会　2月大会 ｻｯｶｰ競技 Jﾌｯﾄ丸亀

香川県ｶﾞｰﾙｽﾞｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ2022 ｻｯｶｰ競技 成合ｻｯｶｰ場　

令和4年度丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(M)

第56回知事杯弓道大会 弓道競技 三豊:市弓道場

JFA　ｷｯｽﾞ(U-6)ｸﾞﾗｽﾙｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022香川in生島 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園

JFA　ｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園

令和4年度香川県中学校学年別ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県中学1年生強化卓球大会(団体) 卓球競技 三豊:市総体

第33回男子･第36回女子四国中学生強化大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第37回四国小学生女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

1/28(土)

1/29(日)

2/5(日)

2/11(土)

2/12(日)

2/25(土)

2/18(土)･19(日)

2/23(木)

1/28(土)･29(日)

2/11(土)･12(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会香川県最終予選会　兼
ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ香川県最終予選会

競泳競技 県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第26回OHK杯香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

2022年度香川県選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾞｳﾙ高松

2月 2023香川県Fｽｹｰﾄ大会(ﾄﾚｽﾀ白山) ｽｹｰﾄ競技(F) ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

2月下旬 第58回ｸﾗﾌﾞ対抗ｽｷｰ競技大会･第51回香川県ｽｷｰ選手権大会 ｽｷｰ競技 鳥取:だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

第48回香川県高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜強化大会
第48回香川県高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜強化大会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

第16回高校弓道遠的大会 弓道競技
三豊:市弓道場
高松:東部運動公園

全国健康福祉祭選抜大会 弓道競技 丸亀高校武道館弓道場

第11回香川県年齢別ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会
第35回全国健康福祉祭全国ねんりんﾋﾟｯｸﾃﾆｽ2023県予選

ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県下東西対抗剣道大会 剣道競技 坂出:市体

2022年度香川県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会　兼　U-14大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体　他

第45回西日本軟式野球大会(1部)香川県予選 軟式野球競技 県営第2球場　他

第11回高松市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会長杯小中学生強化大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

第41回香川県ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ新人大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 坂出:市体

第45回西日本軟式野球大会(2部)香川県予選 軟式野球競技 坂出番の州球場　他

3/4(土)･11(土) 第37回四国小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

市町村対抗柔道大会･少年市町対抗柔道大会 柔道競技 宇多津:ﾃﾞｭｱﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第26回観音寺ｵｰﾌﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 観音寺:市総体

女子ｻｯｶｰﾃﾞｰ ｻｯｶｰ競技 高松:東部運動公園　

3/5(日)･12(日)
第48回香川県一般男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜強化大会
第40回西日本壮年大会ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会県予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

3/5(日)～26(日) 第44回NHK杯学童軟式野球大会 軟式野球競技 ﾚｸｻﾞﾑｽﾀｼﾞｱﾑ　他

第33回香川県中学生ﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

香川県高等学校春季ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技
県営ﾃﾆｽｺｰﾄ
高松:亀水運動ｾﾝﾀｰ

3/7(火) 第5回香川県ﾍﾟﾀﾝｸ連盟会長杯ﾍﾟﾀﾝｸ交歓大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 坂出:番の州公園多目的広場

令和4年度香川県高等学校B級強化ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球選手権大会県予選会(S･混合D)
全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会県予選会(S･混合D)
香川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ交流卓球大会(混合D･団体)

卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

JFA　ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾃﾞｰ2022 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園　

3/11(土)･12(日) 第48回高松市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

3/11(土)･18(土) 第6回全日本ｼﾆｱ軟式野大会 軟式野球競技 善通寺:市営球場

3/11(土)･18(土)･19(日) 第72回社会人軟式野大会 軟式野球競技 県営第2球場　他

令和4年度香川県実業団･ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟会長杯6･9人制優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

香川県卓球協会長杯(団体) 卓球競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第19回西讃ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:三豊総体

香川投てき記録会 陸上競技 Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

令和4年度香川県高等学校A級強化ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ

3/18(土)･19(日) 全国選抜ｼﾞｭﾆｱ県予選 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

3/19(日) 2022年度春季香川ﾄﾞﾘ-ﾑｶｯﾌﾟ(ﾐﾆ交流戦) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

3/4(土)･5(日)･11(土)

3/5(日)･11(土)･12(日)
3/24(金)～26(日)

3/12(日)

3/18(土)

2/26(日)

3/4(土)･5(日)

3/11(土)

3/4(土)

3/5(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

香川ｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会 卓球競技 丸亀:市民体

第42回全国少年柔道大会県予選会 柔道競技 県武道館

第26回香川県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ選手権大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 観音寺:大野原会館ｱﾘｰﾅ

48国体優勝記念大会･少年国体予選 弓道競技 三豊:市弓道場

3/21(火) 第6回丸亀市ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

3/21(火)
4/1(土)･2(日)

第29回香川県ねんりん軟式野球春季大会 軟式野球競技 坂出番の州球場　他

3/24(金) 第50回和旗高校柔道大会 柔道競技 高松:市総体

3/25(土)･26(日) 高松市長杯棒高跳大会 陸上競技 屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

3/25(土)～4/30(日) 第42回香川県中学校軟式野球大会 軟式野球競技 県営第2野球場　他

第33回香川県ｼﾆｱ春季ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会兼第10回すだち杯香川県予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:土器川公園

特別国体県予選会(成年) 弓道競技 三豊:市弓道場

3/28(火)～30(木) 第11回全国選抜中学校ﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技
高松:ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ(開会式)
県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022　2種ﾘｰｸﾞ　香川　順位決定戦 ｻｯｶｰ競技 調整中

UDONﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 調整中

第31回県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ｽﾎﾟｰﾂ大会 自転車競技(MTB) 調整中

令和4年度ﾊﾞﾝｸ記録会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ) 高松競輪場

香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ合同練習会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第27回全国ｼﾞｭﾆｱGB香川県大会
第39回世代交流GB香川県大会
第24回全国社会人GB香川県大会

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 すぱーく国分寺

3/19(日)

3/26(日)

調整中


